
Ⅰ．世界遺産白神山地ブナ林モニタリング調査

会の概要

白神山地は 1993年に世界自然遺産に指定さ

れ，その管理は白神山地世界遺産地域連絡会議

（以下「連絡会議」，環境省，林野庁，青森県，

秋田県により 1995年発足，2010年からは，地

元市町村がオブザーバーとして参加）が行って

いる．白神山地は，多雪環境にある世界でもユ

ニークなブナ林生態系が世界遺産指定の要件で

あるが，そのモニタリング手法開発のため，環

境省予算による「白神山地世界遺産地域の森林

生態系保全のためのモニタリング手法の確立と

外縁部の森林利用との調和を図るための森林管

理に関する研究」が 1998～ 2002年度に行われ，

1999年からブナ林のモニタリングが開始され

た．

しかし，この研究予算終了とともにモニタリ

ング自体も継続されないという状況に至った．

そこで，この研究に参加していた研究者が中心

となり，地域の市民の協力を得て，「世界遺産

白神山地ブナ林モニタリング調査会（以下，調

査会）」を結成した．調査会には，研究者（盛

岡大学，東北大学，秋田県立大学，弘前大学，

奈良教育大学など），青森県，秋田県の地域市

民ボランティア，さまざまな大学の学生ボラン

ティアが参加し，その後もいくつかの活動助成
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を受けながら，延べ 2,000名以上のボランティ

ア参加によりブナ林のモニタリングを継続し，

2018年でちょうど 20年目になる．これらのモ

ニタリング結果は，2010年に設置された白神

山地世界遺産地域科学委員会のモニタリング計

画の中にも位置付けられており，毎年報告を

行っている．科学委員会のモニタリング計画の

中でも，最も長期で，かつ安定して行われてい

るモニタリングのひとつであり，重要な情報を

発信し続けている．

Ⅱ．モニタリングの意義と調査会への期待

気候変動シナリオを用いたブナ林への影響予

測研究では，2100年頃には白神山地の大部分

がブナの分布適域から外れるという予測もあ

る．実際に，この地域の年平均気温は 1980年

ころよりも約 0.5 ℃上昇しているほか，積雪環

境などにも変化がみられている．また，2016

年は東北に初めて台風が直接上陸するなど，気

候変動の影響は顕著になりつつある．

一方，東北地方におけるニホンジカの分布拡

大はますます顕著となっており，2016年には

遺産地域でも初めて観察された．さまざまな対

策は打たれ始めているものの，植物の食痕観察

や実際の森林への影響調査などが今後重要にな

る可能性は高い．したがって，今後 10－ 20年

間は，気候変化でも，シカ問題でも重要な変化

が起こる可能性が高く，モニタリングの重要性

は大きくなっている．

こうした変化をいち早くとらえ対策を考える

ためにモニタリングは重要であり，とりわけ人

類共通の財産である世界遺産白神山地では，一

般市民も共に参加して，これらの状況やその深

刻さを十分に認識することが望ましい．

調査会ではこのような目的意識をもって，

1999年にモニタリング調査が始まって以来，

2016年まで 18年間（19回）のモニタリングを

毎年継続してきた．モニタリングの結果は，初

期 4年間のデータから現状を分析したものを学

術論文としてまとめたほか（中静ほか 2003），

10年間のデータを報告書にまとめ（白神山地

ブナ林モニタリング調査会 2009），10周年の記

念シンポジウムを開催して一般に公開した．ま

た，2010年に白神山地の科学委員会が設立さ

れ，モニタリング計画が策定された際には，そ

のモニタリング活動の一部として正式に位置づ

けられ，毎年科学委員会に対してモニタリング

結果を報告してきた．

しかし，機材の老朽化に伴う更新，参加者の

ロジスティックサポートが問題点として明らか

になっているほか，一般市民への結果の普及を

さらに進める必要性が明確となっている．

Ⅲ．活動の目標

以上のことから，今年度の活動の目標を以下

のように定めた．

1）ブナ林の動態に関するモニタリング調査の

継続
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図 1　白神山地の世界遺産地域とモニタリングサイト．濃い

網掛けは核心地域，薄い網掛けは緩衝地域（森林生態系保護

地域の区分による）．



2）次の 10－ 20年の継続体制整備

老朽化した機材の更新

モニタリングサイトの整備

モニタリング参加者の拡大

3）一般市民へのアウトリーチ

ガイドブック・報告書

20周年記念シンポジウムの準備

Ⅳ．活動結果

1. モニタリング活動の実績

6月 23－ 24日　リター・シードトラップ

トラップ，微気象観測装置の設置， 

助成金執行に関する会議，ガイドブック

作成に関する会議の開催　21名参加

7月 28－ 29日　リター・シードトラップ

内容物の回収　16名参加

8月 25－ 27日　クマゲラサイトにおける

杭の打ち直し 8名参加・9月のモニタリ

ング調査の準備　6名参加

9月 7－ 10日　モニタリング調査（高木，

低木，実生，ササ，低木，リター・シー

ドトラップ内容物の回収），クマゲラサイ

トにおける杭の打ち直し　32名参加（図2）

10月 6－ 7日　リター・シードトラップ内

容物の回収　14名参加

11月 1－ 3日　　リター・シードトラップ

内容物の回収，トラップ撤収，報告書・

ガイドブック・シンポジウムに関する会

議　33名参加

1月 27－ 28日　総会，シンポジウムおよ

びガイドブックに関する議論　35名参加

2. 資料整理と分析

モニタリング活動は，6月から 10月まで計

13日間のべ 89名の参加をえて，順調に調査を

行うことができた．リタートラップの内容物に

関しては，乾燥したあと葉・枝・種子に分離し，

重量や個数を計測した．毎木調査データの入力

は完了し，現在分析が行われている．

モニタリング結果の解析の一部については，

昨年度のデータを用いて予備的な解析を行って

いる．例えば 9月に昨年度の実生データ，シー

ドトラップの種子データ，サイト毎の微気象

データについて解析した結果を白神山地世界遺

産地域科学委員会に報告した．

3. 活動の継続体制の整備

1）機材の更新

老朽化が明確になってきた，調査プロットの

杭の更新のため，新たに耐久性の高い杭を購入

した．また，安全性確保のため，個数の増加や

更新が必要であった，エマージェンシーキット，

ハチスプレー，熊スプレーなどは購入し使用し

ている．

2）モニタリングサイトの整備

調査プロットの杭の打ち直しについては，8

月と 9月に延べ 16人が作業を行った（図 3）．

これまでの作業で，3サイト（尾根，クマゲラ，

ヤナダキのうちの 2サイト（尾根およびクマゲ
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図 2　モニタリング集合写真（2018年 9月）



ラサイト）については終了した．登山口から一

番遠いヤナダキサイトについては，杭を現地ま

で搬入したものの，時間や参加者の不足により

更新作業ができなかった．来年度に計画的に更

新する予定である．

3）モニタリング参加者の拡大

今年度，モニタリング調査参加者延べ 97人

の中，新たな参加者は 21人であったが，その

大半は大学生および大学院生であった．また，

新たな参加者を募集するために「白神山地（核

心地域での）ブナ林モニタリング調査へのお誘

い」を作成して秋田県の白神ガイドレベルアッ

プ講習会や青森県のボランティア組織などへの

配布を行ったところ，若干名の参加があった．

4）ブナ林の観察ガイドブックの作成および広

報

モニタリング参加者からふだん感じている白

神山地に関する疑問を収集し，40問を選んだ．

それらに応える形の文章作成を調査会内部で分

担し，最終的に 29の Q&Aにまとめたガイド

ブックを作成し，3月末に発行した（図 4）．

シンポジウムについては，環境省，秋田県，

青森県などとの調整を行い，2018年 10月に行

われる青森県，秋田県の白神山地指定 25周年

記念行事のなかで行うことに決定した．

Ⅴ．モニタリング結果の概要

1. モニタリングサイト

調査会のモニタリングは，3か所（図 5）で

行われており，いずれもその調査項目と設定は

同じである．しかし，ブナ林の状況はそれぞれ

違っている．標高の高い尾根サイトは，直径 1 

mを超える大径のブナがたくさんある一方，そ

れらが枯死したり倒れたりすることで形成され

た林冠ギャップも多く，林内はチシマザサや低

木類が非常に繁茂している．これとは対照的に，

中程度の標高にあるクマゲラサイトは，古い地

滑りあとに成立したと考えられる一斉林のよう

な直径のそろった林分を含み，樹高も高い．林

床は未熟土壌のためか，チシマザサや低木は少

ない．最も標高の低いヤナダキ（赤石川）サイ

トは日本海側のブナ成熟林として典型的な森林

で，細い樹木から太い樹木を含み，チシマザサ

や低木も林内の明るさに応じて粗密がある．

2. モニタリング項目

調査会では，3地点に各 1 haの固定コドラー

トを設置し，同じ項目についてモニタリングし

ている（表 1）．それぞれのサイトで地形測量
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図 3　杭の打ち直し 図 4　発行したガイドブック



が行われ，気象条件（地温，夏の気温と湿度，

光条件）が観測されており，地温からは積雪期

間も知ることができる．

特に，ブナを中心とした個体群動態がモニタ

リングされており，種子生産量，50 cm未満の

実生，直径 5 cm以下の低木，それより大きい

成木など，樹木の生活史全体に関するモニタリ

ングができるように設計されている．

3. 林分構造

3つのモニタリングサイトは，その成立過程

や歴史を反映して，その林分構造に大きな違い

がある．

尾根サイトは太いブナが多いものの，ブナの

密度は低く，ブナ以外の低木・亜高木の密度が

非常に高い．これに対してヤナダキ（赤石川）

サイトでは，ブナも細い個体から太い個体まで

L字型の分布をしており，典型的なブナ林の林

分構造をしていると言える．クマゲラサイトは，

地形の判読により，地滑り地形の部分とそうで
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図 5　モニタリングサイトの位置

表 1　モニタリング項目



ない部分が明瞭に分かれる．地滑り部分では太

い個体はなく，比較的中径のブナが多い．地滑

り以外の部分については，ヤナダキサイトのよ

うなブナ原生林に近い形をしている（図 6）．

4. 現存量の変化

森林の現存量はゆるやかな増加傾向にある

（図 7）．胸高断面積合計はクマゲラサイトで最

も高く，尾根サイトでもっとも低かったが，い

ずれのサイトもこの 20年間で見ると増加傾向

が明らかであり，森林として発達しつつあるこ

とがわかる．

この現存量増加を，生存個体の成長による増

加分と，枯死個体による減少分に分離してみる

と，成長量はほぼ一定しているのに対して，枯

死量は特定の年に集中していることがわかる．

とくに，2002～ 2004年の減少分は大きく，こ

の数年間にこの地域を大きな台風が通過し，風

倒木を生じたという原因による（図 8）．最近

の 20年間を通じて，この時期ほど大きな枯死

量を生じたことはなく，頻度は低いがこうした

大きな台風が来ることによって，森林の現存量

は減少し，そのほかの時期には微増するという

のが一般的であると考えられる．また，このこ

とは，気候変化によって予測されている台風の

大型化がブナ林に対しても大きな影響を与える

可能性を示唆する．

5. 樹木密度の変化

死亡率は樹木のサイズによって異なっている

（図 9）．一般的には死亡率はサイズの小さい個

体と大きな個体で大きく，中間的なサイズで小

さくなる．大きなサイズでは，台風や老衰など

の枯死で高くなるのに対して，小さい個体では，

他の樹木との競争に負け，被圧されることで死

亡率が高くなると考えられる（Nakashizuka & 

Kohyama 1995）．その傾向は，とくに尾根サイ

トと，クマゲラサイトの地滑り外の部分で顕著
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図 6　各モニタリングサイトの直径分布．クマゲラサイトは

地滑りの地域とそうでない地域に分けて示してある．

図 7　胸高断面積合計の変化 図 8　成長と枯死からみた現存量変化



である．クマゲラサイトの地滑り部分では，最

近大径の個体が倒れる傾向が出てきており，少

しずつ成熟林分の形に近づいてきているが，こ

れまでは大きなサイズの個体の死亡率が低く，

小さい個体の死亡率が高かった．

新規加入については，サイトごとの差が大き

いものの，周囲に大きいサイズの樹木が少ない

（局所的な林冠木密度の小さい）場所で大きい

傾向がある（図 10）．つまり，林冠木が少なく，

明るい場所では新規加入個体が多く，暗い場所

では少ないということである．

尾根サイトでは最近大径木の倒木が多く，林

内全体が明るくなっているため，新規加入個体

が多い．これに対して，クマゲラサイトは一斉

林に近いため，林内は一様に暗い傾向があり，

新規加入は少ない傾向がある．

6. 種子生産量の年変動

ブナの種子生産の年変動は大きいことが知ら

れている．白神のこれまでのデータでも，2000

年の種子生産が最大で，尾根サイトでは，1 m2

あたり 800個，健全な種子だけで見ると 500個

強の種子が生産されていた（図 11）．種子生産

量は，尾根，クマゲラ，ヤナダキサイトの順に

減少し，この順番は標高の高さと一致する．つ

まり，標高の低いところでの種子生産量が少な

い．

また，種子生産数全体における虫の食害率も

変動する．2000年の大豊作のあと，2005年に

もかなり種子が生産されているが，2000年の

場合よりもかなり虫害率が高い．ヤナダキサイ
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図 9　サイズごとの死亡率．クマゲラサイトは，地滑り部分

とそうでない部分とに分けて計算してある．

図 10　局所的な林冠木密度（20 m× 20 mでの直径 30 cm以

上の樹木密度）と新規加入個体の密度

図 11　ブナの種子生産の変化．シードトラップによる調査

データ（2015年まで）を整理したもの．
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トでは，ほとんどの種子が昆虫の食害を受けて

いる．この食害は，ブナヒメシンクイというガ

の幼虫によるものがほとんどと思われるが，前

年にブナの種子生産があったため，害虫の個体

群が高いまま維持された可能性が高い．こうし

た傾向は，ブナの種子生産が大きく年変動する

理由のひとつと考えられている（今 2009）．

いずれにしても，2000年以降，ブナの大豊

作が見られないという点は，注目すべき点であ

る．文献などによれば，ブナの豊作年は 5－ 7

年に一度と言われているが，白神においてはそ

れほど頻度が高くなく，後に述べるように，ブ

ナの更新にとっても望ましい状況ではないと言

える．

7. 実生の発生量の変化

ブナの種子は通常休眠性がなく，種子が生産

された翌年にほぼすべて発芽する．実際にブナ

実生の密度変化をみると，2000年の豊作があ

り，翌年にはある程度の実生が発生するものの，

1年以内に死亡する個体が多く，翌年以降の実

生密度は高くない（図 12）．最も実生密度の高

い尾根サイトでも，平均すると 1 m2あたり 1

本程度の実生しかなく，クマゲラ，ヤナダキと

も，1 m2あたり 0.5本以下となっている．2年

目以降の実生の死亡率はやや低くなるが，それ

でも，大豊作の翌年をピークに，次第に実生密

度が減少する様子が顕著である．ヤナダキなど

は大豊作そのものがあまりないため，このまま

種子生産のない年が続けば，ブナの実生が林床

にほとんどない状態になってしまう．

8. 全体のまとめ

全体としてみると，白神山地のこの 3つの林

分は，時々台風などで大木が倒れるというよう

なことはあるが，小径の樹木が成長することに

より，その減少が補われ，全体としては少しず

つ林の現存量は大きくなっている．ただし，最

近約 20年間で種子の大豊作は 1回しかなく，

それによる実生の供給も多かったとはいえな

い．今後もこうした傾向を長期にモニタリング

し続けてゆく必要がある．

Ⅵ．調査会の今後の展望

今後，これまでのモニタリング活動を継続す

ることはいうまでもないが，2018年度はモニ

タリング開始 20周年にあたり，その記念行事

を通じて活動の広報や新たな参加者の獲得を行

い，モニタリングの維持・継続をより確実なも

のにしてゆくことが重要である．特に，以下の

2点は 2018年度の大きな目標としたい．

1. モニタリングサイトの杭の打ち直し

3つのモニタリングサイト全部での杭の打ち

直しを予定し，必要な杭の購入はできたものの，

予想以上に消失している杭が多く，位置の特定
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図 12　ブナ実生密度の推移．毎年 9月初旬頃に実生センサス

を行っているため，その時期には当年生実生の大部分は枯死

していると考えられるため，実際に発芽した実生の数はこれ

よりも多い．



に時間がかかり，打ち直し作業が難航した．最

も遠いモニタリングサイトは，登山口から片道

2時間半を要するが，杭の運搬上げは終わった

ものの，打ち替えることはできなかった．2018

年度に計画的に行う予定である．

2. 新たな参加者の勧誘

今年度新たにモニタリング活動に参加しても

らえたのは，大学生や大学院生がほとんどであ

り，一般の方の新規参加は少なかった．「白神

山地ブナ林モニタリング調査へのお誘い」を作

成して秋田県の白神ガイドレベルアップ講習会

や青森県のボランティア組織などへの配布を

行ったが，関心はしめされるものの，実際の参

加は少なかった．さらに広い範囲に配布すると

ともに，すでに参加されている一般の方々に口

コミで参加者の募集を伝えてもらう．

2018年度は，モニタリング開始 20周年のシ

ンポジウムを行う予定であり，一般市民に分か

りやすいシンポジウムにしてモニタリングの意

義や参加の重要性を訴える．こうしたイベント

でモニタリング体験などを行うことも効果があ

ると考え，計画中である．また，2017年度に

作成したガイドブックをさまざまな機会に配布

し，調査会の存在をアピールするなどの新たな

試みを計画している．また，ウェブサイトを充

実するとともに，頻繁に更新し，SNSなどを

利用して，広報に努める．
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One hundred years of monitoring of beech forests  
in Shirakami Mountains

ISHIBASHI Shiro, TANIGUCHI Tetsuro, NAKASHIZUKA Tohru, 
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Forest dynamics and regeneration have been monitored for three beech stands with different forest structure in the 
core area of World Natural Heritage at Shirakami Mountains. The monitoring has been conducted by researchers, 
local citizen and student volunteers for 20 years since 1999. In fiscal 2017, we continued the survey with updating 
equipment, renewing posts in monitoring sites. In 20 years, the biomass of the three beech forest stands has been 
increasing gradually, though some sudden tree falls due to typhoons caused small decrease. In the last twenty years 
there has been only one good seed year, and the recruits of new seedlings were not abundant. It is necessary to 
continue monitoring these trends over the long term in the future. We also tried to increasing monitoring participants 
to keep sustainable monitoring activities in next 10 to 20 years. As an outreach to the general public, we published a 
guidebook and prepared a symposium commemorating the 20th anniversary.
Keywords: World Heritage, 20th anniversary, Forest dynamics, Citizen participation

Shirakami-Sanchi Beech Forest Monitoring Group


